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明 細 書

照明装置、表示装置およびテレビジョン受信機

技術分野

０００1 本発明は、照明装置ぉょびそれを備えた表示装置に関し、特に、表示パネルの背

面側に設けられ、表示装置のバックライトとして用いられる照明装置ぉょびそれを備

えた表示装置に関するものである。

背景技術

０００2 液品表示装置は、軽量、薄型、低消費電力れづ特徴を有しているため、 用機

器、車載用テレビ、ビデオヵメラ用モニタ等に広く使用されている。液品表示装置は、

C P P (プラズマディスプレイパネル) 、あるいは (ェレクトロルミネッセンス)な

どの自発光型の表示装置とは異なり、自らは発光しない液品表示素子を用いている

。そのため、透過型の液品表示装置では、液品表示素子の背面にバックライトと呼ば

れる面状の照明装置が設けられてぉり、このバックライトからの照明光の透過光量を

液品表示素子が画素ごとに制御することにょって画像の表示が行なわれる。

０００3 バックライトは、液品表示素子の直下に蛍光管などの棒状光源を複数本配置する「

直下型」と、導光板の端部に光源を配置し、光源からの光を導光板にょって液品表

示素子に導く「ェッジライト型」とに大別される。

０００4 直下型バックライトの一般的な構造を図 6に模式的に示す。図 6に示すバックライ

ト4０は、透過型の液品表示パネル48の背面側に設けられてぉり、所定の間隔で配

置された複数の蛍光管4 と、蛍光管4 を収容するケース43と、蛍光管4 と液品表

示パネル48との間に配置された光学シート(例えば拡散シートやプリズムシート) 45

とを有している。

０００5 このょぅに、直下型のバックライト4０は、光源としての蛍光管4 の数を調整すること

にょって輝度を容易に調整することができるので、ェッジライト型のバックライトに比べ

て高輝度を実現しやすく、そのため、大型の液品表示装置に用いられることが多い。

０００6 しかしながら、直下型のバックライト4０では、液品表示パネル48の直下に光源 (蛍

光管) 4 が断続的に(離散的に)存在するため、光源4 の直上に対応する領域では



輝度が高い一方で光源4 間に対応する領域では輝度が低く、輝度ムラが発生して

しまぅ。

０００7 この輝度ムラは、光源4 と液品表示パネル48との距離 が長くなるほど 、さく、ま

た、光源4 間の距離 が短くなるほど 、さい。つまり、距離 の距離 に対する比 (

二 )が小さくなるほど輝度ムラが小さく、逆に、比 が大きくなるほど輝度ムラが

大きい。そのため、光源4 と液品表示パネル48との距離 を長くしたり、光源4 の

数を増やして光源4 間の距離 を短くしたりすることによって、輝度ムラを小さくでき

る。

０００8 ところが、光源4 と液品表示パネル48との距離 を長くすることは、バックライト4０

の厚さや表示装置の厚さの増加を招き、商品価値を低くしてしまぅ。また、光源4 の

数を増やして光源4 間の距離 を短くすることは、コストの増加を招いてしまい、同じ

く商品価値を低くしてしまぅ。

０００9 そこで、輝度ムラを低減させるために、特許文献 には、図 7に示すよぅに、断面が

三角形で光反射性を有する突起部52が光源5 間に設けられ、それによって輝度ム

ラが抑制されたバックライト5０が開示されている。

００1０ また、特許文献2には、図 8に示すよぅに、光源6 に対して液品表示パネルとは反

対側に、一次光源62と導光板63とから構成された補助光源64が設けられ、それに

よって輝度ムラが抑制されたバックライト6０が開示されている。

００11 上記の特許文献2には、さらに、一次光源62から導光板63内部に入射した光を外

部に取り出すために導光板63の表面に形成される散乱世ソトパターンを、光源6 の

直下に対応する領域では疎に、光源6 間に対応する領域では密になるよぅに形成

することによって、導光板63から出射する光の輝度を、光源6 の直下に対応する領

域では低く、光源6 間に対応する領域では高くすることができ、それによって輝度ム

ラをさらに抑制できることが記載されている。

特許文献1 日本国公開特許公報 「特開2００2 22863号公報 (公開日 2００2年4

月26 日)」

特許文献2 日本国公開特許公報「特開2０００ ０776号公報 (公開日 2０００年

月7 日)」



発明の開示

００12 しかしながら、上記特許文献 および2に開示されているバックライトにおいては、輝

度ムラが十分には抑制されないれづ問題が生じる。具体的には、特許文献 および

2に開示されているバックライトでは、正面方向 (表示装置の表示面法線方向) にお

いては輝度ムラが十分小さくなるものの、斜め方向 (表示面法線方向に対して傾斜し

た方向) においては輝度ムラが十分には小さくならないので、バックライトにおける輝

度ムラが全体として十分に抑制されていなかった。

００13 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、直下型のバックラ

イトにおいて、正面方向、斜め方向における輝度ムラが十分に抑制され、バックライト

における輝度ムラが全体として十分に抑制された照明装置およびそれを備えた表示

装置を提供することにある。

００14 本発明に係る照明装置は、表示パネルの背面側に設けられ、該表示パネルに光を

照射する照明装置において、互いに交差しないよぅに平面状に配置された複数の棒

状光源と、上記棒状光源に隣接して配置され、該棒状光源の長手方向から出射され

た光が人射される光人射面と、該光人射面から人射された光を上記表示パネル側に

出射する第 光出射面と、上記光人射面から人射された光を反射して上記光出射面

に導く第 光反射面とを有する柱状部材とを備えていることを特徴としている。

００15 上記の構成によれば、上記柱状部材は、隣接する棒状光源の長手方向からの光を

、光人射面、光反射面、第 光出射面の順に導くよぅになっているので、該棒状光源

の配設位置とは異なる、該柱状部材の配設位置から表示パネルに光を照射すること

ができる。つまり、柱状部材は、表示パネルに光を照射する擬似光源としての機能を

有することになるので、照明装置における棒状光源の数を見かけ上増やすことができ

る。

００16 また、柱状部材の光人射面から人射された光は、第 光反射面により反射されて第

光出射面に導かれるので、該第 光出射面から表示パネル側に照射される光の輝

度は、棒状光源から照射された光の輝度を維持することが可能となる。

００17 これにより、棒状光源間に柱状部材が配置されることで、棒状光源間で輝度が落ち

込んでいた領域における輝度向上を図ることができるので、表示パネル表面の輝度



ムラをなくすことが可能となる。

００18 従って、柱状部材を用いることで、擬似的に棒状光源を増やすことができるので、

正面方向はもとより、斜め方向における輝度ムラも十分に抑制されるので、照明装置

における輝度ムラを全体として十分に抑制することができる。

００19 しかも、柱状部材を用いることで、実際に駆動する棒状光源の本数を増やすことな

く、擬似的に棒状光源数を増やすことができるので、光源から表示パネルまでの距離

を短くすることが可能となり、その結果、照明装置を薄くすることができる。

００2０ さらに、実際に駆動する棒状光源の本数を減らすことができるので、照明装置にお

ける消費電力を少なくすることができる。

００2 1 また、上記第 光反射面は、光人射面から人射された光を全反射して上記光出射

面に導くよぅに設けられていることが好ま 、。

００22 このよぅに、光人射面から人射された光を全反射して光出射面に導くよぅに、第 光

反射面を設ければ、さらに、輝度の向上を図ることが可能となる。

００23 上記棒状光源および柱状部材を介して、上記表示パネルの配設位置とは反対側

に光を反射する光反射シートが設けられ、上記柱状部材は、さらに、光人射面から人

射された光を上記光反射シート側に出射する第2光出射面と、上記光人射面から人

射された光を反射して上記第2光出射面に導く第2光反射面とを有してもよい。

００24 上記構成の柱状部材によれば、表示パネルには、光人射面から人射され、第 光

反射面にて反射し、第 光出射面に導かれた光が直接照射されると共に、光人射面

から人射され、第2光反射面にて反射し、第2光出射面に導かれた光が光反射シート

で反射して人射されることになり、該柱状部材に対応する表示パネルの領域の輝度

をさらに向上させることが可能となる。

００25 これにより、棒状光源から柱状部材に入射された光をより効率よく表示パネルに照

射することが可能となるので、棒状光源と柱状部材との間を広げることが可能となり、

さらに、棒状光源の本数を少なくすることができる。

００26 また、上記第2光反射面は、光人射面から人射された光を全反射して上記第2光出

射面に導くよぅに設けられていることが好ま 、。

００27 このよぅに、光人射面から人射された光を全反射して第2光出射面に導くよぅに、第



2光反射面を設ければ、さらに、輝度の向上を図ることが可能となる。具体的な柱状

部材としては、以下のよぅなものが考えられる。

００28 上記柱状部材は、光散乱性のない素材で形成された四角柱であり、上記四角柱の

面のぅち少なくとも 面が、隣接する棒状光源の該柱状部材への光の出射面に対し

て45。に傾斜していてもよい。

００29 また、上記四角柱の長手方向に垂直な方向の断面形状が正方形であってもよい。

００3０ 上記柱状部材の長手方向の中心軸は、上記複数の棒状光源の長手方向の中心

軸と同一平面に位置していてもよい。

００3 1 本発明の照明装置は、光を変調することによって表示を行ぅ表示パネルと、該表示

パネルの背面側に設けられ、該表示パネルに光を照射する照明装置とを備えた表示

装置の照明装置として好適に用いられる。

００32 また、本発明の表示装置は、テレビジョン放送を受信するチューナ部と、該チュー

ナ部で受信したテレビジョン放送を表示する表示装

における、該表示装置として使用することができる。

００33 図 本発明の一実施の形態にかかる液品表示装置の概略断面図である。

図2 図 に示す液品表示装置に備えられた照明装置の概略平面図である。

図3 図2に示す照明装置に備えられた棒状擬似光源の光の屈折原理を説明する図

である。

図4 従来の直下型のバックライトにおいて輝度ムラが発生する様子を模式的に示す

図である。

図5 従来の直下型のバックライトにおいて輝度ムラが発生する様子を模式的に示す

図である。

図6 従来の直下型のバックライトにおいて輝度ムラが発生する様子を模式的に示す

図である。

図7 本発明による照明装置において輝度ムラが抑制される様子を模式的に示す図

である。

図8(a) 本発明による照明装置に用いられる棒状擬似光源の配置態様を示す図であ



る。

図8(b) 本発明による照明装置に用いられる棒状擬似光源の配置態様を示す図であ

る。

図8(c) 本発明による照明装置に用いられる棒状擬似光源の配置態様を示す図であ

る。

図9 本発明による照明装置に用いられる棒状擬似光源の長手方向に垂直な断面の

形状の他の例を示す図である。

図1０本発明による照明装置を備えた他の液品表示装置を模式的に示す断面図で

ある。

図11 図 ０に示す照明装置の概略平面図である。

図12 本発明による他の照明装置の概略平面図である。

図13 本発明の液品表示装置を備えたテレビジョン受信機の概略ブロック図である。

図14 図 3に示すテレビジョン受信機におけるチューナ部と液品表示装置との関係

を示すブロック図である。

図15 図 3に示すテレビジョン受信機の分解斜視図である。

図16 従来の一般的な直下型のバックライトを模式的に示す断面図である。

図17 従来の直下型のバックライトを模式的に示す断面図である。

図18 従来の直下型のバックライトを模式的に示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

００34 (実施の形態 )

本発明の一実施の形態について説明すれば、以下の通りである。

００35 本実施の形態では、本発明の照明装置を、表示装置としての液品表示装置に適用

した場合について説明する。

００36 図 は、本実施の形態にかかる液品表示装置3０の概略断面図である。

００37 上記液品表示装置3０は、図 に示すよぅに、液品表示パネル2０の背面側 (観察者

による観察側とは反対側) に直下型のバックライトとして照明装置 ０を備えた構成と

なっている。

００38 上記液品表示パネル2０は、一対の基板 (例えばガラス基板) 2 および22と、これら



の間に設けられた液品層23とを備え、背面側に配置された照明装置 ０から出射さ

れた光を該液品層23により変調することで表示を行ぅよぅになっている。この液品表

示パネル2０は、各画素に透過モードで表示を行ぅ領域を有している。すなわち、液

品表示パネル2０は、透過型または透過反射両用型の液品表示パネルである。

００39 上記照明装置 ０は、液品表示パネル2０への出射光源となる、互いに略平行に配

置された複数の棒状光源 ‥と、互いに略平行に配置された複数の棒状擬似光源 (

柱状部材 2‥・とを備え、さらに、これら棒状光源 と棒状擬似光源2とを覆ぅよぅにケ

ース3が形成されている。

００4０ このケース3は、照明装置 ０における光の利用効率を高めるために、内側 (各棒状

光源 、各棒状擬似光源2に面する側)の表面に、光反射率の高い部材 (例えば光

反射シート) が設けられている。このよぅに、光の利用効率を高めるために、ケース3の

内側に光反射率の高い部材を設けるだけではなく、例えば、ケース3 自体を光反射

率の高い材料で形成してもよい。

００41 上記液品表示パネル2０と照明装置 ０との間には、例えば、拡散シートやプリズム

シートからなる光学シート5が配置されている。実際には、光学シート5は、拡散シート

やプリズムシートが適宜組み合わせて形成されている。

００42 上記照明装置 ０において、上記棒状光源 と棒状擬似光源2とは、互いに交互に

配置され、図2に示すよぅに、ケース3の内部に設けられた支持部材としてのホルダ4

によって保持されている。つまり、隣接する2つの棒状光源 の間に、該棒状光源 の

光を受けて液品表示パネル2０の表示面側に光をする擬似光源としての機能を有す

る棒状擬似光源2が該棒状光源 に略平行となるよぅに配置されている。

００43 上記棒状光源 は、例えば、冷陰極蛍光管であってもよく、また、熱陰極蛍光管で

あってもよい。

００44 上記棒状擬似光源2は、棒状光源 に沿って形成され、図3に示すよぅに、長手方

向に垂直な方向の断面が正方形の四角柱であり、光散乱性のない素材、たとえば、

透明なガラス、透明な樹脂などで形成されている。透明な樹脂材料としては、アクリル

樹脂、ポリカーボネート樹脂、 S樹脂、ポリスチレン樹脂などが用いられるが、これ

に限定されるものではない。



００45 ここで、重要なのは、棒状擬似光源2は、棒状光源 に隣接して配置され、該棒状

光源 の長手方向から出射された光が人射される光人射面と、該光人射面から人射

された光を上記表示パネル側に出射する第 光出射面と、上記光人射面から人射さ

れた光を全反射して上記光出射面に導く第 光反射面とを有することである。ここで、

棒状擬似光源2において、上述したよぅな機能、すなわち、人射した光を内部で全反

射させるためには、棒状擬似光源2を構成する材料の屈折率が、棒状光源 と棒状

擬似光源2との間の空間における屈折率よりも大きい必要がある。

００46 そして、上記棒状光源 および棒状擬似光源2を介して、上記液品表示パネル2０

の配設位置とは反対側に光を反射する光反射シートがケース3の表面に形成され、

上記棒状擬似光源2は、さらに、光人射面から人射された光を上記光反射シート側

に出射する第2光出射面と、上記光人射面から人射された光を全反射して上記第2

光出射面に導く第2光反射面とを有することである。

００47 本実施の形態では、第ェ光反射面と第2光反射面はいずれも、人射された光を全反

射するよぅに設けられた例について述べたが、両反射面とも全反射にする必要はな

い。すなわち、第 光反射面および第2光反射面の両方とも全反射にする必要はなく

、片方だけ、あるいは両方とも全反射でなくても、輝度向上れづ効果を十分に奏する

ことができる。

００48 また、上述のよぅに、本実施の形態では、棒状擬似光源2の長手方向に垂直な方

向の断面形状が正方形であると述べているがこれに限定される物ではなく、以下のよ

ぅな基準を満たしていればよい。

００49 すなわち、上記棒状擬似光源2は、上述のよぅに、光散乱性のない素材で形成され

た四角柱であり、上記四角柱の面のぅち少なくとも 面が、隣接する棒状光源 の該

棒状擬似光源2への光の出射面に対して4 。5 に傾斜していることが好ま 、。

００5０ 具体的には、上記棒状擬似光源2は、図3に示すよぅに、隣接する2つの棒状光源

を結ぶ直線上に角部が来るよぅに配置されている。このとき、棒状擬似光源2の屈

折率は、棒状光源 から出射される光を内部で全反射するよぅな値に設定されている

。例えば、図3において、棒状光源 aから出射された光は、まず、該棒状光源 aに

近い棒状擬似光源2の面2cにのときは、光人射面となる)および面2dにのときは、



光人射面となる)から該棒状擬似光源2内部に入射される。この棒状擬似光源2の内

部に入射された光は、内部で屈折して面2aにのとき、第2光反射面となる)および面

2bにのとき、第 光反射面となる)の内面で全反射する。この面2aで全反射した光は

、面2aの反射板側の面2bにのとき、第2光出射面となる)から該反射板側に出射さ

れる。一方、面2bで全反射された光は、面2bの隣面である面2aにのとき、第 光出

射面となる)から外部に出射される。

００5 1 同様に、棒状光源 bから出射した光は、該棒状光源 bに近い棒状擬似光源2の

面2aにのとき、光人射面となる)および面2bにのとき、光人射面となる)から該棒状

擬似光源2内部に入射される。この棒状擬似光源2の内部に入射された光は、内部

で屈折して面2cにこでは、第2光反射面となる)および面2dにこでは、第 光反射

面となる)の内面で全反射する。この面2cで全反射した光は、面2cの反射板側の面

2dにこでは、第2光出射面となる)から該反射板側に出射される。一方、面2dで全反

射された光は、面2dの隣面である面2cにこでは、第 光反射面となる)から外部に出

射される。

００52 このよぅにして、上記構成の照明装置 ０では、隣接する2つの棒状光源 の間に棒

状擬似光源2が配置されているので、棒状光源 から出射された光の一部がこの棒

状擬似光源2によって屈折され、照明装置 ０の、棒状光源 の間に対応した領域か

ら出射する光の強度を強くスルコトガできる。これにより、液品表示パネル2０における

表示面側での輝度ムラを小さくすることができる。ここで、棒状光源 の間に配置され

た棒状擬似光源2は、棒状光源 からの光をほぼ全て屈折して液品表示パネル2０側

に光を照射させているので、擬似的な光源として機能している。すなわち、棒状擬似

光源2は、棒状光源 の間に対応した領域から出射する光の強度を高くしている。従

って、棒状光源 をより短い間隔でより多く配置した場合と同様の光学系を実現する

ことができる。そのため、正面方向 (液品表示装置3０の表示面法線方向)だけでなく

、斜め方向 (表示面法線方向に対して傾斜した方向) においても輝度ムラを小さくす

ることができる。

００53 このよぅな本発明の効果について、従来のバックライトの輝度ムラと比較して以下に

説明する。



００54 図4～図7に、従来の直下型バックライトにおいて輝度ムラが発生する様子と、本発

明による照明装置 ０において輝度ムラが抑制される様子とを示す。

００55 従来の一般的な直下型バックライト4０においては、図4に示すよぅに、正面方向と

斜め方向の両方において輝度ムラが大きい。そのため、表示品位が低下してしまぅ。

００56 これに対して、特許文献 に開示されているバックライト5０では、図5に示すよぅに、

光反射性を有する突起部52が光源5 間に設けられているので、光源5 間に対応し

た領域から出射する光の強度が強くなり、正面方向においては輝度ムラが小さくなる

。しかしながら、断面が三角形で光反射性を有する突起部52は、全方位に光を散乱

させる光散乱部材2とは異なり、擬似光源としては機能しないので、斜め方向におけ

る輝度ムラを十分に小さくすることはできない。そのため、表示品位を十分に向上す

ることはできない。

００57 また、特許文献2に開示されているバックライト6０では、図6に示すよぅに、光源6

の下側に補助光源64が設けられており、さらに、補助光源64の導光板63が有する

散乱ドットパターンが、光源6 の直下に対応する領域では疎に、光源6 間に対応す

る領域では密になるよぅに形成されているので、光源6 間から出射する光の強度が

強くなり、正面方向においては輝度ムラが小さくなる。しかしながら、光源6 の間では

なく下側に配置され、しかも面状に発光する補助光源64は、棒状の光源6 に対する

擬似的な光源としては機能し得ないので、斜め方向の輝度ムラを十分に小さくするこ

とはできない。そのため、表示品位を十分に向上することはできない。

００58 一方、本発明による照明装置 ０では、図7に示すよぅに、隣接する2つの棒状光源

の間に棒状擬似光源2が配置され、この棒状擬似光源2が擬似的な光源として機

能するので、正面方向だけでなく、斜め方向における輝度ムラも 心くすることができ

る。そのため、本発明による照明装置 ０を備えた表示装置は、高品位の表示を行ぅ

ことができる。また、棒状擬似光源2が擬似的な光源として機能することによって、棒

状光源 の数を増やすことなく、液品表示パネル2０と棒状光源 との距離 (図 3にお

ける距離 に相当する)を近くすることができるので、照明装置 ０は、薄型ィビが可能

で商品価値が高く、また、コストも安くなるれ㌧効果を奏する。

００59 上述したよぅに、本発明による照明装置 ０では、棒状光源 からの光を屈折させる



棒状擬似光源2が、棒状光源 との平面的な配置関係だけでなく、棒状光源 との立

体的な配置関係も考慮されて配置されているために、擬似的な光源として機能する。

棒状擬似光源2は、図2に示すよぅに、表示面法線方向からみたときに棒状光源 の

「間」に位置しており、さらに、図 に示すよぅに、棒状光源 の長さ方向からみたとき

にも棒状光源 の「間」に位置している。なお、「棒状光源 の長さ方向からみたときに

棒状擬似光源2が棒状光源 の間に位置している」とは、図8 (a)～(c) に示すよぅに

、棒状擬似光源2が、2つの棒状光源 に挟まれた空間内にその少なくとも一部が含

まれるよぅに配置されていることを意味する。斜め方向からみたときの輝度ムラをより

小さくするためには、図8 b に示すよぅに、棒状光源 に挟まれた空間内に、棒状擬

似光源2の中心軸 (仮想的な軸) C が含まれることが好ましく、図8 c に示すよぅに

、棒状擬似光源2の中心軸C と複数の棒状光源 の中心軸C とが実質的に同一

平面内にある (実質的に同じ高さにあるにとがより好ましい。特に、棒状擬似光源2の

対角の関係にある 対の角部は、複数の棒状光源 の中心軸C とが実質的に同一

平面内にある (実質的に同じ高さにある)ことがより好ましい。

００6０ さらに、棒状擬似光源2は、棒状光源 からの光全てを反射板側と液品表示パネル

2０の表示面側とに出射し、結果として、液品表示パネル2０の表示面側に棒状擬似

光源2に入射された光全てを出射することになるので、図 に示すよぅに、棒状光源

の間だけではなく、棒状光源 の隣接位置である、ケース3の両側に設けても十分に

擬似光源としての機能を果たす。

００6 1 また、棒状擬似光源2が擬似的な光源として好適に機能するためには、棒状擬似

光源2が、図3に示すよぅに、断面正四角形状であるのが好ましい。しかしながら、図9

に示すよぅに、断面が略正四角形状 (4隅が直角でない形状)の棒状擬似光源2０

であってもよく、各辺の延長線が交差する角度が9０度になればよい。なお、棒状擬

似光源2０の場合であっても、図9に示すよぅに、各辺の延長線が交差する交差部

における角度は9０度であることが好ましく、さらに、対角の関係にある 対の角部が

複数の棒状光源 の中心軸C とが実質的に同一平面内にある (実質的に同じ高さ

にある)ことがより好ましい。

００62 また、棒状光源 からの光を効率よく棒状擬似光源2に入射させるためには、該棒



状擬似光源2の断面における対角線の長さが、棒状光源 の直径よりも長いことが好

ま 、。

００63 本実施形態では、長手方向に垂直な断面の形状が略正方形である棒状擬似光源

2の例を示したが、これに限定されるものではない。

００64 棒状光源 からの光を屈折させるのであれば、上記断面の形状の少なくとも隣接す

る2辺が直線、すなわち棒状擬似光源2の長手方向に隣接する2つの平面を有して

いる形状の部材であることが好ま 、。具体的には、棒状擬似光源2が隣接する棒状

光源 の間にある場合、図3に示す4面のぅち、面2aと面2c、あるいは面2bと面2dの

何れか一方の組があればよい。また、棒状擬似光源2が棒状光源 の一方のみに存

在する場合、例えば図 に示すケース3内の両端に配置された棒状擬似光源2のよぅ

な場合、面2cと面2d、面2aと面2bの何れか一方の組があればよい。なお、棒状擬似

光源2が棒状光源 の一方のみに存在する場合、例えば図 に示すケース3内の両

端に配置された棒状擬似光源2の場合には、さらに、面2cと面2dの何れか一方の面

、あるいは、面2aと面2bの何れか一方の面があればよい。

００65 なお、本実施形態では、隣接する2つの棒状光源 間に棒状擬似光源2を つ配置

する場合を例示したが、2つの棒状光源 間に棒状擬似光源2を複数配置してもよい
。本実施形態のよぅに、2つの棒状光源 間に棒状擬似光源2を つ配置する場合に

は、棒状擬似光源2は、2つの棒状光源 の略中間に位置していることが好ま 、。

棒状擬似光源2が2つの棒状光源 の略中間に位置していると、輝度ムラを抑制する

効果が高い。

００66 また、棒状擬似光源2の長手方向に垂直な断面の大きさは、棒状光源 の直径より

も大きくてもよく、また、棒状光源 の直径よりも 心くてもよい。例えば、棒状擬似光

源2の長手方向に垂直な断面の大きさを、棒状光源 の直径よりも大きくすれば、輝

度の向上が図れ、 心くすれば、輝度の低下を図ることができる。つまり、棒状擬似光

源2の長手方向に垂直な断面の大きさを変えることにより、棒状擬似光源2の輝度を

調整できる。

００67 また、棒状擬似光源2の輝度の調整は、棒状光源 との間隔を調整することでも行ぅ

ことができる。



００68 なお、図 および図2には、わかりやすさのために棒状光源 が3つ設けられる場合

を例示したが、勿論、棒状光源 の数はこれに限定されるものではない。図 ０および

図皿に示すよぅに、より多数の棒状光源 を設けてもよい。この場合も、隣接する棒状

光源 の間に、棒状擬似光源2を配置するよぅにする。

００69 (実施の形態2)

本発明の他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。

００7０ 図 2に、液品表示パネルの背面側 (観察者とは反対側 に配置されるバックライトと

して、本実施の形態にかかる照明装置 ０の平面図を示す。

００7 1 以下の説明では、実施の形態 で説明した照明装置 ０と相違している点を中心に

説明する。

００72 照明装置 ０は、図 2に示すよぅに、 字状の光源 を備えている。光源 は、

互いに略平行に配置された複数の棒状部 (棒状発光部) aと、隣接する2つの棒状

部 a同士を連接する屈曲部 bとを有する。本実施形態における光源 は、冷陰極

蛍光管である。なお、光源 は、熱陰極蛍光管であってもよい。

００73 照明装置 ０は、さらに、隣接する2つの棒状部 aの間に、光を散乱させる棒状擬

似光源2を有している。本実施形態における、棒状擬似光源2は、前記実施の形態

と同じ、長手方向に細長く延設された略直方体状であり、図3に示すよぅに、長手方

向に垂直な方向の断面が略正方形状をした透明な部材からなり、隣接する2つの棒

状部 aの略中間に、棒状部 aに略平行になるよぅに配置されている。

００74 光源 および光散乱部材2は、ケース3の内部に設けられた支持具 (ホルダ) 4によ

ってケース3内に保持されている。また、図示しないが、光源 や光散乱部材2よりも

前面側 (観察者側) に必要に応じて光学シートが設けられている。

００75 本実施形態における照明装置 ０においても、隣接する2つの棒状部 aの間に配

置された棒状擬似光源2が、擬似的な光源として機能するので、光源 の棒状部 a

をより短い間隔でより多く配置した場合と同様の光学系を実現することができる。その

ため、正面方向だけでなく、斜め方向においても輝度ムラを 心くすることができる。

００76 棒状擬似光源2の好適な形状や配置については、実施の形態 における説明とほ

ぼ同様のことが言える。具体的には、斜め方向からみたときの輝度ムラをより刀心くす



るためには、2つの棒状部 aに挟まれた空間内に、棒状擬似光源2の中心軸 (仮想

的な軸) が含まれることが好ましく、棒状擬似光源2の中心軸と複数の棒状部 aの中

心軸とが実質的に同一平面内にある (実質的に同じ高さにあるにとがより好ましい。

００77 また、棒状擬似光源2が擬似的な光源として好適に機能するためには、棒状擬似

光源2が棒状部 aに近い配光分布特性を有していることが好ましい。棒状部 aに近

い配光分布特性を棒状擬似光源2にもたせるためには、本実施の形態のよぅに、棒

状擬似光源2が柱状であることが好ましく、柱状の棒状擬似光源2が棒状部 aに略

平行に配置されていることが好ましい。

００78 また、本実施形態のよぅに、2つの棒状部 a間に光散乱部材2を つ配置する場合

には、棒状擬似光源2は、2つの棒状部 aの略中間に位置していることが好ましい。

００79 なお、本実施形態では、2つの棒状部 aと つの屈曲部 bとを有する 字状の光

源 を例示したが、 字状の光源 に代えて、さらに多くの棒状部と屈曲部を有す

る光源を用いてもよく、例えば、4つの棒状部と3つの屈曲部とを有するW字状の光

源を用いてもよい。複数の棒状部と2つの棒状部を連接する屈曲部とを有する光源を

用いると、棒状光源を用いる場合に比べて、光源の数を少なくすることができ、コスト

の低減を図ることができる。

００8０ (実施の形態3)

本発明の照明装置を備えた液品表示装置を適用したテレビジョン受信機について

、図 3～図 5を参照しながら以下に説明する。

００8 1 図 3は、テレビジョン受信機用の液品表示装置6０の回路ブロックを示す。

００82 液品表示装置6０は、図 3に示すよぅに、 C分離回路 5００、ビデオクロマ回路 5

、 コンバータ5０2、液品コントローラ5０3、液品パネル5０4、バックライト駆動

回路 5０5、バックライト5０6、マイコン5０7、階調回路 5０8を備えた構成となっている。

００83 上記液品パネル5０4は、第 の液品パネルと第2の液品パネルの2枚構成であり、

上述した各実施の形態で説明した何れの構成であってもよい。

００84 上記構成の液品表示装置6０において、まず、テレビ信号の入力映像信号は、

C分離回路 5００に入力され、輝度信号と色信号に分離される。輝度信号と色信号

はビデオクロマ回路 5０にて光の3原色である、 、G、 に変換され、さらに、このア



ナログ G f 号は コンバータ5０2により、デジタル G f 号に変換され、液

品コントローラ5０3に入力される。

００85 液品パネル5０4では液品コントローラ5０3からの G 号が所定のタイミングで入

力されると共に、階調回路 5０8からの G それぞれの階調電圧が供給され、画像が

表示されることになる。これらの処理を含め、システム全体の制御はマイコン5０7が行

ぅことになる。

００86 なお、映像信号として、テレビジョン放送に基づく映像信号、カメラにより撮像された

映像信号、インターネット回線を介して供給される映像信号など、様々な映像信号に

基づいて表示可能である。

００87 さらに、図 4に示すチューナ部6００ではテレビジョン放送を受信して映像信号を出

力し、液品表示装置6０ではチューナ部6００から出力された映像信号に基づいて

画像 (映像)表示を行ぅ。

００88 また、上記構成の液品表示装置をテレビジョン受像機とするとき、例えば、図 5に

示すよぅに、液品表示装置6０を第 箇体3０ と第2箇体3０6とで包み込むよぅにし

て挟持した構成となっている。

００89 第 箇体3０は、液品表示装置6０で表示される映像を透過させる開口部3０ aが

形成されている。

００9０ また、第2箇体3０6は、液品表示装置6０の背面側を覆ぅものであり、該液品表示

装置6０を操作するための操作用回路 3０5が設けられるとともに、下方に支持用部

材3０8が取り付けられている。

００9 1 以上のよぅに、上記構成のテレビジョン受信機では、輝度ムラのない高品位の画像

を提供できるとともに、照明装置を薄く形成することができるので、テレビジョン受信機

の更なる薄型ィビを図ることができる。

００92 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で

種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適

宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。

産業上の利用の可能，性

００93 本発明の照明装置は、光の照射面において輝度ムラがほとんどないので、液品表



示装置に好適に用いられ、特に、液品表示装置を用いた、テレビジョン受信機、コン

ピュータ用のモニタ、放送用のモニタ等に好適に用いることができる。



請求の範囲

表示パネルの背面側に設けられ、該表示パネルに光を照射する照明装置におい
て、

互いに交差しないよぅに平面状に配置された複数の棒状光源と、

上記棒状光源に隣接して配置され、該棒状光源の長手方向から出射された光が人

射される光人射面と、該光人射面から人射された光を上記表示パネル側に出射する

第 光出射面と、上記光人射面から人射された光を反射して上記光出射面に導く第

光反射面とを有する柱状部材とを備えていることを特徴とする照明装置。

2 上記第 光反射面は、光人射面から人射された光を全反射して上記光出射面に導

くよぅに設けられていることを特徴とする請求項 に記載の照明装置。

3 上記棒状光源および柱状部材を介して、上記表示パネルの配設位置とは反対側

に光を反射する光反射シートが設けられ、

上記柱状部材は、さらに、光人射面から人射された光を上記光反射シート側に出

射する第2光出射面と、上記光人射面から人射された光を反射して上記第2光出射

面に導く第2光反射面とを有することを特徴とする請求項 に記載の照明装置。

4 上記第2光反射面は、光人射面から人射された光を全反射して上記第2光出射面

に導くよぅに設けられていることを特徴とする請求項 に記載の照明装置。

5 上記柱状部材は、

光散乱性のない素材で形成された四角柱であり、

上記四角柱の面のぅち少なくとも 面が、隣接する棒状光源の該柱状部材への光の

出射面に対して4 。
5 に傾斜していることを特徴とする請求項 に記載の照明装置。

6 上記四角柱の長手方向に垂直な方向の断面形状が正方形であることを特徴とする

請求項5に記載の照明装置。

7 上記柱状部材の長手方向の中心軸は、上記複数の棒状光源の長手方向の中心

軸と同一平面に位置していることを特徴とする請求項 に記載の照明装置。

8 光を変調することによって表示を〒ぅ表示パネルと、

上記表示パネルの背面側に設けられ、該表示パネルに光を照射する照明装置とを

備え、



上記照明装置に、請求項 に記載の照明装置が用いられていることを特徴とする表

示装置。

9 テレビジョン放送を受信するチューナ部と、該チューナ部で受信したテレビジョン放

送を表示する表示装置とを備えたテレビジョン受信機において、

上記表示装置は、

光を変調することによって表示を行ぅ表示パネルと、上記表示パネルの背面側に設

けられ、該表示パネルに光を照射する照明装置とを備えた表示装置であり、

上記照明装置は、

表示パネルの背面側に設けられ、該表示パネルに光を照射する照明装置におい
て、互いに交差しないよぅに平面状に配置された複数の棒状光源と、上記棒状光源

に隣接して配置され、該棒状光源の長手方向から出射された光が人射される光人射

面と、該光人射面から人射された光を上記表示パネル側に出射する第 光出射面と

、上記光人射面から人射された光を反射して上記光出射面に導く第 光反射面とを

有する柱状部材とを備えている照明装置であることを特徴とするテレビジョン受信機。
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